
 

 

１．部の方針・重点課題の総括 

 

●部の方針 

「元気な市民とともにつくるコミュニティのまち宗像」と「市民の快適な生活環境と緑豊かな

自然環境の保全」を実現するために 

・市民が主体的に協働のまちづくりに取り組むための環境整備を推進する。 

・市民文化芸術・スポーツ活動を支援する環境づくりや宗像遺産を後世に継承する取り組みを

推進する。 

・市民一人ひとりの人権意識の高揚、男女共同参画社会の実現を目指す。 

・地球環境を視野に入れた環境課題への市民理解を進め、身近なところからの環境保全を推進

するとともに、市民、団体等との連携を強化し、行政、市民が一体となった良好な生活環境

づくりを協働で推進する。 

 

●部の経営資源 

【市民協働・環境部】 

・職員数（平成 24年 3 月 31日現在） 

 部長 1 人 コミュニティ課 9 人 市民活動推進課 6 人 市民活動交流室 5 人 

 郷土文化学習交流室 10 人 人権対策課 5 人 男女共同参画推進課 6 人 

 自然環境課 7 人 生活環境課 17 人 

 市民協働・環境部職員計 66 人 

 （うち非常勤嘱託職員・非常勤任用職員・再任用職員・任期付職員（常勤・短時間） 13 人） 

 職員比率（正規職員）12.6 ％（市民協働・環境部 53 人/市職員 420 人） 

・決算額（平成 23 年度） 

 一般会計            4,515,207  千円 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計  15,816  千円 

  

●部の重点課題 

・協働のまちづくりのさらなる推進 

 コミュニティ施策の検証結果を踏まえコミュニティ活動の充実を図るとともに、田島・神

湊地区及び河東地区コミュニティ・センター整備に着手する。より多くの市民がまちづくり

に関われるよう、まちづくりの担い手を育成するとともに、中間支援組織と連携し、コミュ

ニティ運営協議会や市民活動団体等とのさらなる協働を推進する。人権意識の高揚に向けて、

人権啓発のさらなる推進を図るとともに、男女共同参画社会に向けて、第 2次男女共同参画

プランにそった施策及び事業の進行管理を行う。 

・文化芸術・スポーツの振興と歴史文化継承の推進 

  市民の文化芸術活動を支援するため基金を運用するとともに、拠点施設である宗像ユリッ 
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【総括】 

 平成 23 年度は「元気な市民とともにつくるコミュニティのまち宗像」と「市民の快適な生活環

境と緑豊かな自然環境の保全」を実現するため、協働のまちづくりの推進、主体的な文化芸術・

スポーツ活動への支援、宗像遺産を後世に継承する取り組みの推進、人権意識の高揚や男女共同

参画社会の確立を目指し、さらに地球環境を視野に入れた環境問題に取り組むとともに良好な生

活環境づくりを推進するために各種事業に取り組んだ。 

 コミュニティ活動の推進では、田島地区と神湊地区の合併に伴う玄海地区コミュニティ･センタ

ーの整備が完了し、河東地区コミュニティ･センターの整備では平成 24 年度工事開始のため、実

施設計を完了し、旧館(中央公民館)の解体を終了した。 

 人づくりでまちづくり講座では、東日本大震災から地域が学ぶものをテーマにした講座や自分

たちの活動の周知や PR する広報能力向上のための講座を開催し、むなかた協働大学の継続ととも

にまちづくりを担う人材の育成を推進した。 

文化芸術・スポーツの推進では、文化芸術のまちづくり 10 年ビジョンの重点プロジェクト推進

として、芸術鑑賞モデル事業、伝統文化継承モデル事業、文化芸術活動団体助成事業、文化芸術

的資源調査を行った。 

また、スポーツの推進では、実業団女子駅伝西日本大会の開催、地元、福岡サニックスブルー

スをはじめとした企業スポーツの推進を行い、市のＰＲ、ファン層の拡大を図った。 

 海洋性スポーツの普及推進については、釣川河口域の海岸にて海洋性スポーツの体験会、大会

の開催や福津市と連携して勝浦浜漁港にてＯＰヨット大会などのイベントを開催した。 

歴史文化の継承では、世界遺産登録の取り組みとして国内外の専門家会議や推進会議を開催す

るとともに、市民の関心度を向上させるため各種啓発イベントを開催した。 

海の道むなかた館（郷土文化学習交流館）の建築・展示工事を行い、整備を完了させた。なお、

展示解説、体験学習指導者の養成のため、地域学芸員養成講座を開催し、49人が修了した。また、

国史跡・田熊石畑遺跡の整備基本設計、桜京古墳の整備基本計画をそれぞれ策定した。 

 人権意識の高揚では、年 2 回の講演会及び 2 地区コミュニティでの人権研修を実施し、小中学

校における人権教育の開催により各年齢層に合わせた人権啓発を行なった。また、男女共同参画

の推進では、啓発講座や資格取得講座の開催及び相談事業を実施した。今後は講座及び相談窓口

のさらなる利用率向上に努める。 

クスのセンター機能を高める。民間スポーツ資産の活用促進や海洋性スポーツ普及の調査研 

究を福津市と連携して推進する。郷土文化学習交流館を整備するとともに、体験学習等ソフ

ト事業を展開する市民協働組織の仕組みづくりを進める。また、世界遺産登録に向けて、学

術的価値の検証作業とともに、田熊石畑遺跡整備の基本設計や桜京古墳整備の基本計画を策

定する。 

・環境面における協働・共生のまちづくりの推進 

  環境基本計画に基づき、自然環境・生活環境の保全（河川・海岸・水源涵養）などの事業

を県・関係課・団体等と連携して進める。また、各環境関連事業について、市民・環境団体・

コミュニティ運営協議会・企業等と連携し、協働・共生のまちづくりを推進する。 



 ごみ減量については、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）

の取り組みと各地区での分別収集事業を進めた。 

 特に発生抑制（リデュース）に力を入れ、生ごみ堆肥化、生ごみ水切りの取り組みとして講座

の開催やダンボールコンポストの利用推進を行なった。 

 今後は、家庭系ごみの減量の取り組みに加えて、事業系ごみのより一層の減量対策に取り組む。 

 環境の保全を推進するため、市民、環境団体、コミュニティ、事業所との協働により、環境フ

ェスタ、釣川クリーン作戦、不法投棄監視パトロール、環境講座などの取り組みを実施し、省エ

ネ、地球温暖化防止、こみ減量など環境活動の啓発を行なった。 

 また、さつき松原の保全再生についてはアダプトプログラムにより清掃活動等を継続でき、良

好な環境の整備を進めている。 

 

２．部の目標の達成状況 

【達成状況】 

・コミュニティ運営協議会の運営支援と組織強化のため、市職員の週 1 回の常駐勤務や、事務局

長、事務局員、会計・監査委員、三部会（青少年育成、環境整備、健康福祉）の部会長に対す

る研修会を実施した。また、コミュニティ運営協議会と市民活動団体との連携会議により、新

たに 5 つの連携事業（4 地区）を実施することができた。さらに、コミュニティ施策検証審議

会の「答申」を受けて、まちづくり交付金と指定管理委託料等の積算方法の見直しを行い、平

成 24 年度予算に反映させた。 

・コミュニティ活動の拠点であるコミュニティ･センター整備については、田島地区と神湊地区の

合併に伴う玄海地区コミュニティ･センターの整備を完了した。河東地区コミュニティ･センタ

ーは実施設計を完了し、旧館(中央公民館)の解体を終了した。 

・中間支援組織と連携し、コミュニティ運営協議会担当部会長と事務局長、及び市民活動団体と

の連携会議を青少年育成･健康福祉･環境･まちづくりの 4分野合同で開催した。また、新たな連

携事業として、中間支援組織とも調整し、人づくりでまちづくり事業補助金を活用した 3 事業

が実現した。 

・人づくりでまちづくり講座では、コミュニティ運営協議会の新部会長や市民活動に取り組む人

たちを対象に、東日本大震災から地域が学ぶものをテーマにした講座（受講者 103 人）、自分た

（１）コミュニティ活動・市民活動の推進 

・地域分権を推進し、地域住民が主体となったまちづくりを行うため、コミュニティ運営協

議会の運営を支援し、組織を強化する。 

・コミュニティ活動の拠点として、田島・神湊地区及び河東地区のコミュニティ・センター

整備に着手する。 

・中間支援組織と連携し、コミュニティ運営協議会と市民活動団体とが協力して事業が実施

できるよう調整することにより、コミュニティ活動･市民活動の活性化を図る。 

・人づくりでまちづくり講座やむなかた協働大学等により、まちづくりを担う新たな人材を

育成する。 



ちの活動の周知や PR する広報能力向上のための講座（受講者 31 人）を開催した。また、むな

かた協働大学（学生 34 人）で 16 回の講義と 3回の現地･現場研修、むなかた環境フェスタ参加

とともに、卒業後の市民活動団体の設立を支援した。 

 

 

【達成状況】 

・市民活動・ボランティアに関する団体等と行政の情報を集約し、メイトム宗像ホームページで

電子情報として、常時、更新するとともに、紙面媒体として、交流館ニュースを毎月発行する

ことにより、様々な情報を発信した。 

・パブリック･コメントの実施時、対象となる計画や条例に関わりを持つ市民への説明会を行うな

ど、市民参画事務手続マニュアルを修正して行った結果、変更前の 1 回あたりの意見提出平均

件数 12 件を上回る平均 22 件の意見提出があった。 

 

 

【達成状況】 

・年 2 回の市講演会（参加者 1,000 人）及び 2 地区コミュニティでの人権研修の実施、また、小

中学校における人権教室（小学校 6 校、中学校 1 校）の開催により、各年齢層にあった人権啓

発を行った。 

・平成 23 年度は、啓発講座を 28 講座 42 回実施（参加者数：延べ 1,083 人）。就労支援を目的と

した資格取得講座を 7 講座 65 回実施（参加者数：延べ 832 人）。相談事業では、回数を増やし

て週 2回電話相談を実施するなど、事業の充実に努めた。しかし、予想以上に利用者が少なく、

4 つの相談事業の相談者数は 158 人（対前年度比 22％減）であった。事前予約制であること、

週 1～2回と回数が限られていることから利用者が少なかったと思われる。このことから、相談

事業の見直しを行い、平成 24 年度から毎週月曜～金曜日の午後に、本庁に相談室を開設して相

談事業を実施することとした。附属機関等の女性委員登用率は 36.6％と前年度（39.0％）を下

（２）市民との情報の共有 

・市民活動交流館のホームページや広報などを活用し、行政や各種団体の情報を集約･発信して

いくことにより、まちづくりへの市民の参加を促進する。 

・パブリック・コメントを充実し、計画や条例案の策定過程により多くの市民の意見を反映さ

せることにより、市民参画の推進を図る。 

（３）人権尊重・男女共同参画の推進 

・地域からの人権啓発を推進するため、コミュニティ及び教育現場と協働した啓発を実施する。

①コミュニティとの連携を図り、コミュニティ講演会の実施 ②各小中学校での人権教室の

実施 ③人権教育・啓発推進協議会の活性化及びその活用 を進める。 

・男女共同参画社会実現のため、男女共同参画推進センターを拠点とした啓発講座、チャレン

ジ事業、相談事業の充実を図る。附属機関への女性登用については、41％の登用率を目指す。 

・平成 23 年度からスタートする第 2次男女共同参画プランの進行管理を行うとともに、ワーク・

ライフ・バランス啓発事業の推進、ＤＶ被害者支援の充実を図る。 



回る結果となり、さらなる女性登用の働きかけが必要である。 

・第 2 次男女共同参画プランについては、評価方法の見直しやヒアリング回数を増やすなど、適

切な事業の進行管理を行っている。 

 

 

【達成状況】 

・市の部署だけでなく、大学や市民活動団体、民間企業の協力を得てルックルック講座を開催し、

168 講座（前年度 158講座）で 7,222 人（同 4,990人）が受講した。コミュニティをはじめ、多

人数団体の受講増加により、講座開催数の 6.3％増に対し、受講者は 44.7％の大幅増となった。

むなかた市民学習ネットワークでは、延べ 258 学級（前年度 277 学級）で 65,266 人（同 68,013

人）の受講となった。いずれも有志指導者減によって減少したが、次年度以降の学級増と講座

の充実のため、新たに 16 人の指導者を養成した。 

・生涯学習推進プランは、学びを社会に生かしていくとの観点から、市民活動推進プラン（仮称）

として策定することとし、部会を 10 回開催。その間、市民活動に関するアンケートや市民活動

団体等との意見交換会を実施し、現状と課題の把握のほか、生涯学習も含めた推進策を検討し

た。 

 

【達成状況】 

・実業団女子駅伝西日本大会については、地元関係団体による開催地実行委員会を組織し、円滑

な運営を支援した。ボランティアは宗像高校が新たに加わり、211 人の市民が大会を支えた。

（５）生涯スポーツ活動の推進 

・実業団女子駅伝西日本大会やラグビートップリーグの地元開催を支援するとともに、市民ボ

ランティアの育成やサニックスブルースの市民応援を展開する。また、企業等が持つスポー

ツ資源を市民スポーツに活用できる仕組みづくりをスポーツ振興協議会で検討、整備してい

く。 

・海洋性スポーツの普及については、引き続き福津市と連携して OP ヨット大会や体験会の開催

など調査研究を行う。また、大島港を発着とするクルーザー級ヨットレース「沖ノ島カップ」

（仮称）や釣川左岸でビーチフットボール大会を開催する。 

・身近な場所で気軽にスポーツ活動を継続できるよう、南郷地区をモデルに総合型地域スポー

ツクラブの設立を進める。 

・体育館やナイター等の体育施設の保全改修を計画的に行っていく。 

（４）多様な学習機会の創出 

・趣味や教養の分野にとどまらず、保健福祉や子育て、環境など、市民ニーズに基づく様々な

分野での学習機会を創出する。また、市民が自発的に学んだ成果を広くまちづくりに役立て

られるよう、活動の場を確保する。 

・生涯学習の視点だけではなく、学びをまちづくりに活かし、新しい公共を推進していくため

の人材を育成するという観点で、生涯学習推進プランの見直しを行う。 



平成 23 年 7月にサニックスブルース並びにＪＲサンダースの市民交流イベント・サンセットフ

ェスタむなかたを開催し、今年度は、市民に加え、周辺市町にも広告、ＰＲの範囲を広げ、フ

ァン層の拡大を図った。また、市広報紙への掲載回数を増やし、より一層の市民周知を図った。

福岡ソフトバンクホークスと協定を締結し、市民への優待チケットの配布や少年野球チームの

球場見学や野球教室などを行なった。今後も企業スポーツの一層の支援と市民への周知を図っ

ていく。 

・海洋性スポーツの普及推進については、福津市と連携して平成 23 年 7月にＯＰヨット大会や夏

休み親子ヨット教室の開催を行った。また、商工観光課と連携し、釣川河口右岸にて平成 23年

6 月に海開きに合わせ、海洋性スポーツ体験会・マリンフェスタ、平成 23 年 8 月に左岸でビー

チフットボール大会を開催した。 

・身近な場所で気軽にスポーツ活動を継続できるよう、モデル地区として南郷地区に総合型地域

スポーツクラブを設立するため、準備委員会を開催した。次年度、平成 24 年 7 月にプレイベン

ト、平成 24年 9 月からプレ事業を開始する予定である。 

・保全改修計画に基づき、市民体育館の耐震診断、床の全面改修や市運動広場ナイターの代替施

設として明天寺公園野球場にナイター施設設置工事を行った。 

 

 

【達成状況】 

・郷土文化学習交流館は、建築工事・展示工事を行い、整備を完了させた。なお、開館後の施設

の展示解説や体験学習指導者を養成するため、地域学芸員養成講座を開催した。51 人の応募が

あり、平成 23 年 6 月から平成 23 年 11月まで、半年間で 52 講座を実施し、49 人が初級講座の

修了者となった。 

・国史跡・田熊石畑遺跡は、基本設計を策定した。策定にあたり、市民ワークショップを 3 回開

催し、平成 25 年のプレオープン以降の運用・活用計画などを、検討した。 

・国史跡・桜京古墳は、基本計画を策定した。策定にあたり、市民ワークショップを 3回開催し、

整備計画の中に、市民意見を反映させた。 

 

（６）歴史文化の継承 

・郷土文化学習交流館を整備するとともに、市民協働による各種プログラム実行のための地域

学芸員養成講座等を開催する。 

・田熊石畑遺跡整備の基本設計を策定する。 

・桜京古墳整備の基本計画を策定する。 



 

【達成状況】 

・伝統文化継承モデル事業については、校長会等で活用のＰＲを行い、4 小学校に訪問し、体験

事業を行った。また、活用を進めるため、市文化協会とプロジェクトを立ち上げ、協議を行い、

子ども芸術祭の際に体験会を実施したほか、平成 24年度には新たに教職員向けの体験研修会を

開催する予定である。「大きなくすの木の下で」美術館展については、市内小学校への絵画依頼

やユリックスでの子どもの美術作品展示を行い、児童生徒の参画が一層進むような企画を実施

した。文化芸術のまちづくり 10年ビジョンの重点プロジェクトのひとつである芸術鑑賞モデル

事業として、ユリックスにて世界的に著名な指揮者、金聖響氏を招き、九州管楽合奏団の演奏

を市内小学 4 年生全員に鑑賞する機会をつくった。また、市民文化芸術活動審議会を運営し、

文化芸術活動団体助成事業として、4 団体に審査を行い、助成を行った。文化芸術的資源調査

として田島地区に古くから残る地名や言い伝えなどを調査した。 

・宗像ユリックスのセンター機能をより強化するため総合公園管理公社の公益財団法人化のプロ

ジェクトチームによる協議を行った。 

・人づくりでまちづくり補助金の活用で、金海市との青少年の文化交流や一般市民の金海市訪問

が実現できた。また、市民活動団体への協働委託により、様々な国民と触れ合う機会としてワ

ールドフェスティバル「世界の味横丁」を開催した。 

 

 

【達成状況】 

・ごみ減量ついては、発生抑制（リデュース）に力を入れ、生ごみ堆肥化講座や生ごみ水切り講

座の内容を拡充し、事業を展開した。生ごみ堆肥化については、生ごみの減量が手軽に取り組

めるダンボールコンポストの利用率拡大を目的に、購入手続きを簡素化し、利用の促進を図っ

た。生ごみ水切り講座の開催については、協働化提案制度により、環境団体における事業実施

に移行し、参加人員の増加に努めた。水切りグッズは、生ごみの水分比の減少を目標に、環境

（８）ごみの適正処理とリサイクル 

・「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき、ごみ減量とリサイクル推進の目標達成に向け

て、市民との協働による取り組みを進める。 

・環境活動団体やコミュニティ運営協議会等と連携して環境保全に努める。 

（７）市民文化の創造 

・伝統文化次世代継承事業や「大きなくすの木の下で美術館」事業を継続するとともに、文化

芸術のまちづくり 10年ビジョンに基づく「子どもたちの芸術鑑賞」などの重点プロジェクト

事業に着手する。また、基金の運用による文化芸術活動団体助成により市民の文化芸術活動

の支援や機会の創出を図る。 

・文化芸術活動の拠点である宗像ユリックスのセンター機能をより強化するため、総合公園管

理公社の組織見直しに着手する。 

・民間レベルでの国際交流の充実･発展のため、人づくりでまちづくり事業補助金を活用するな

ど、市民活動団体等の活動を側面から支援する。 



フェスタ等イベント時にＰＲを行い、前年度の 2 倍の個数を配布した。また、再生利用（リサ

イクル）については、リサイクルショップを宗像清掃工場で年間 3 回開催し、毎回、参加者が

増加している。再使用（リユース）については、環境活動団体により、子育て・教育用品等の

不用品の再使用を促進した。ごみ減量とリサイクルを目的とする分別収集事業については、資

源物の品質保持と量の拡大に向けた普及啓発として、コミュニティ･センターや宗像清掃工場を

会場に分別収集代表世話人説明会を開催した。また、資源回収ボックスを設置するスーパーや

コンビニなど 50 店舗を巡回訪問し、事業者の協力の下、品質の確保と量の増加を図った。 

・環境保全については、環境活動団体の清掃活動支援や、コミュニティ運営協議会と連携した不

法投棄監視パトロール及び清掃活動を行った結果、可燃ごみ 24 トン、不燃ごみ 11 トンの不法

投棄ごみの回収を行った。また、再発防止の看板設置などを行い、環境衛生・保全に努めた。 

 

 

【達成状況】 

・光化学オキシダント対策については、幸いなことに注意報・警報の発令はなかったが、関係課

に対応マニュアルの周知を図るなど、緊急時の対応に備えた。また、河川の汚濁や野外焼却、

空き宅地の雑草繁茂、犬猫による被害等については、関係課や関係機関、地域等と連携して、

助言・指導や周知・啓発等を行い、効果的な対応に努めた。 

・「浄楽苑宗像斎場」の改修工事については、駐車場拡張等の土木工事を実施するとともに、建物

増改築工事の実施設計及び火葬炉設備の設計書・性能仕様書を作成した。 

 

 

【達成状況】 

・浄化槽管理者に対して、合併処理浄化槽の維持管理費補助金を適正に交付し、生活排水の適正

処理の推進を図った。 

 

（１０）汚水の適正処理 

・合併浄化槽の維持管理費に対して補助金を適正に支給する。 

（９）環境衛生の向上 

・典型 7 公害に対し関係機関と連携して対処していくとともに、光化学オキシダントなど新た

な対応が求められている課題に対して、状況把握や情報提供に努める。また、野外焼却や、

空き宅地の雑草繁茂、犬猫のフン害などに対しても、関係機関や地域の協力を得ながら、指

導や啓発を図る。 

・老朽化が進む「浄楽苑宗像斎場」については、改修のための実施設計等を行う。 



 

【達成状況】 

・釣川クリーン作戦（参加者 2,910 人）などの清掃活動を市民や企業の参加を得て実施した。し

かし、さつき松原海岸におけるラブアースクリーンアップは、悪天候のため中止となった。さ

つき松原の環境保全のため、アダプト・プログラムを実施、25 区画（約 12ha）を 22 団体によ

る草刈や清掃活動を行った。また、環境教育としては、水辺教室を市内小学校 4年生（14校 29

クラス 902人）対象として 26 回に分けて実施した。ホタルの情報提供は、各地区コミュニティ

の協力を得て、ホタルモニターを設置し、飛翔状況を公表した。 

・防風林機能や松林の景観保全のためにヘリコプターによる薬剤の空中散布等の松くい虫防除を

行うとともに市民や企業参加の松枝拾い（参加者約 300 人）や小学生による松の植林活動に取

り組んだ。 

 

 

【達成状況】 

・環境講座は、平成 22 年度に引き続き第 2期むなかた協働大学として講座を実施し、環境リーダ

ーの育成を図った。また、生活環境課が実施した水切り講座に併せ地球温暖化対策の講座も取

り入れた。平成 23 年 11 月開催の環境フェスタ（来場者約 3,000 人）では省エネ、地球温暖化

（１２）環境にやさしいまち 

・環境講座やイベントなどを通じて、環境にやさしい生活や活動の市民への拡がりを促進する。

特に、地球温暖化対策については、太陽光発電設備補助制度を継続するとともに、市民や事

業者などを含む市域での取り組みを推進していくための実行計画を推進する。 

・絶滅危惧種で市の花でもあるカノコユリについて、市民協働による保存・繁殖活動を推進す

る。 

・水を貯え、土砂災害を防ぎ、二酸化炭素を吸収するなどの公益的機能をもつ森林の荒廃が増

えていることから、福岡県森林環境税を活用し荒廃した森林の間伐、広葉樹の植林などによ

り、森林を再生させ保全を図る。また、放置竹林等による里山の荒廃を抑止するため、所有

者はもとより市民活動団体や森林組合等と連携し、竹の伐採や伐採後の広葉樹の植樹などの

支援を行う。 

（１１）水辺の美しいまち 

・環境基本計画に基づき、多くの市民が水辺が美しいと感じられるよう、自然・水の大切さに

ついての市民啓発を進めるとともに、釣川、海岸、さつき松原など自然環境の保全を市民や

企業との協働により進める。特に、さつき松原はアダプト制度による管理体制を拡充させる。

また、ホタルに関する情報をきめ細やかに発信することにより、良好な水環境の保全意識を

高める。 

・さつき松原は松枯れが著しく、松林の景観を損ねていることから、国と連携しヘリコプター

による薬剤の空中散布等による松くい虫防除を行い、市民の生活を守る防風林として、また

優れた景観を持つ松林として保全を図る。また、市民参加型の清掃活動や松の植林活動を支

援し、さつき松原の環境保全活動を推進する。 



防止、ごみ減量などの身近な環境活動の啓発を行った。地球温暖化対策として継続している太

陽光発電設備補助制度については、334 件（前年比 145％）の補助件数であった。 

・カノコユリについては、むなかた「水と緑の会」との協働で 10 地区コミュニティ運営協議会と

2 公共施設へ市販球根を配布、育成指導を実施した。また、宗像固有種系統の存在が明らかに

なり、宗像固有系統を種子から栽培、繁殖する宗像固有系統保全繁殖事業を追加し、カノコユ

リ再生事業を展開した。 

・荒廃森林再生事業は、主に南郷地区 86.27 ヘクタールの森林の間伐などの整備を行い、森林を

再生させ保全を図った。 


